
 周知：5/18（月）からの行動指針レベル３への引き下げについて（5/15） ：理 

**************************************************************************************** 

 教職員 各位  

 

                  理学研究科   

 

      行動指針レベル３への引き下げについて  

 

大学本部より、５月１８日（月）から行動指針をレベル３に 

引き下げる旨、下記のとおり通知がまいりましたので、取り急ぎ 

お知らせいたします。 

 

なお、理学部・理学研究科における研究活動については、当職から 

各専攻、各学科の教職員に対し、厳格な感染症対策を講じた上で、 

研究活動を推進していく旨、５月上旬配信メールにてすでにご連絡 

をさせていただいております。 

下記本部通知に記載の研究活動にかかる大学本部への許可申請に 

ついては、現在申請手続き中につき、結果については、あらためて 

お知らせいたします。 

 

※学生には、教務課より別途ご連絡いたしますことを念のため、 

申し添えます。 

 

****以下、本部通知*********************************  

                      令和 2 年 5 月 15 日 

 各 部 局   殿 

               東北 学総  大野 英男 

 

       行動指針レベル 3 への引き下げについて 

 

全国を対象とした緊急事態宣言について、5 月 14 日に宮城県が対象地域 

から解除されたこと等を踏まえ、5 月 18 日より行動指針レベル 4 をレベル 3 

に引き下げます。 

今後の諸活動については、感染防止対策を徹底するとともに、行動指針 

レベル 3 及びその運用の考え方に基づく適切な対応をお願いします。 

 



東北大学総務企画部総務課総務係 

TEL：022-217-4807 

E-mail：gen-som@grp.tohoku.ac.jp                    

 

----【以下、BCP の内容、レベル３における運用の考え方】---------------------- 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための東北大学の行動指針（ＢＣＰ）】 

■段階 レベル３：制限 中 

・研究活動：現在進行中の実験・研究を継続するために必要最小限の研究室 

関係者のみの立ち入りが許可されます。立ち入る研究室関係者は現場での 

滞在時間を減らすとともに、それ以外の研究室関係者は自宅での作業となります。 

・授業（講義・演習・実習）：オンライン授業のみ 

・学生の課外活動：全面禁止 

・学内会議：原則として、オンライン会議のみ 

・事務体制：一部業務の遅滞、事後処理を許可し、出勤する職員は可能な限り 

少なくします。それ以外は在宅勤務とします。 

 

【レベル 3 における運用の考え方】 

〇研究活動 

対策本部への申請に基づく許可制となります。部局の多様性を前提として、 

各部局主導で感染防止対策を徹底し、厳格な管理体制の下で研究活動を 

遂行することとなります。 

〇学生 

・旅行、帰省：当面、国内、海外も原則禁止とします。 

・アルバイト：オンラインなどでの遠隔業務、社会生活の維持に必要と 

判断される業務（コンビニ、ドラッグストア、生活必需品販売など）は 

従事可能ですが、「３密」環境となるアルバイトには従事しないこととします。 

・食事会、会合等：当面、複数人での飲食を伴う会合や歓談・イベント等 

への参加は自粛とします。 

〇教職員 

・出張：業務遂 上、 むを得ない場合で、部局 の許可を得た場合のみ 

とします。 

・食事会、会合等：当面、複数人での飲食を伴う会合や歓談は自粛とします。 

〇その他 

・催事（イベント等）：原則、オンラインでの開催とします。 

・図書館：引き続き休館とし、図書館資料の貸し出しについては、 

別途図書館から通知します。 



※その他、これに寄りがたい個別の案件は、 

対策本部（連絡先：総務企画部総務課）へご相談ください。 

 

***ここまで、本部通知（別添 PDF ファイルと同一）******************  

 

 

--  

********************************************  

東北大学 理学部・理学研究科 総務課  

総務企画係  千葉・阿部・甲斐・近藤・八野  

〒980-8578 仙台市 葉区荒巻字 葉 6-3  

TEL：022-795-6346  

FAX：022-795-6363  

E-mail：sci-syom@grp.tohoku.ac.jp  

********************************************  

 

 

 







To all Directors,

Hideo Ohno
President, Tohoku University

Reduction of to Level 3

Inquiries:
General Affairs Division, 
General Affairs and Planning Department

TEL: 022-217-4807
E-mail: gen-som@grp.tohoku.ac.jp



Level Research Activities Classes

(lectures

seminars

training

Extracurricu
lar activities 
for students

On-campus 
meeting

3 Moderate 
restrictions

Only the minimum number of 

laboratory staff necessary are 

permitted to enter the 

laboratories in order to continue 

experiments and research in 

progress. 

The staff members entering 

the laboratories must minimize 

the amount of time they stay 

on-site, and other staff members 

should work from home.

Online 
lectures only

Prohibited In principle, 

online
conferences 
only

The concept of BCP at Level 3

Research Activities

The permit system is based on an application to TU Novel Coronavirus Disease Task Force. Based 
on the diversity of departments, each department will take the lead in implementing thorough 
infection prevention measures and conducting research activities under a strict control system.

Student

Travel and Homecoming: For the time being, domestic and overseas travel is prohibited in 

principle.

Part-time job: You may engage in remote work such as online, or work deemed necessary to 

maintain a social life (e.g. convenience stores, drug stores (pharmacy), selling daily 
necessities, etc.), but you will not engage in a part-time job that creates a "Three Cs 
(Closed spaces, Crowded places, Close-contact settings)" environment.

Party, Meeting, etc.: For the time being, we refrain from participating in meetings, 

conversations, and events that involve multiple people eating and drinking.

Faculty and Staff

Business travel: Only when it is unavoidable for business purposes and when permission is 

obtained from the department head.

Party, Meeting, etc.: For the time being, we refrain from participating in meetings, 

conversations, and events that involve multiple people eating and drinking.



Others

Events: In principle, the event will be held online.

Library: The library will continue to be closed, and the library inform you of  borrowing of 

library materials separately.

If you have any other individual questions, please contact us.


